
書名 著者名

0　総記

AIエンジニアになるには　（なるにはBOOKS） 丸山　恵 007 マ

戦場の秘密図書館　シリアに残された希望 マイク・トムソン 010 ト

学芸員になるには　（なるにはBOOKS） 横山　佐紀 069 ヨ

1　哲学・宗教

「空気」を読んでも従わない　生き苦しさからラクになる　（岩波ジュニア新書）　[岩波書店] 鴻上　尚史 159 コ

2　歴史・地理

琉球という国があった　（たくさんのふしぎ傑作集）　[福音館書店] 上里　隆史 219 ウ

3　社会科学

有権者って誰？　（岩波ジュニア新書） 藪野　祐三 314 ヤ

消防官になるには　（なるにはBOOKS） 益田　美樹 317 マ

行政書士になるには　（なるにはBOOKS） 三田　達治　編著 327 ミ

検察官になるには　（なるにはBOOKS） 飯島　一孝 327 イ

税理士になるには　改訂版　（なるにはBOOKS） 西山　恭博 336 ニ

証券・保険業界で働く　（なるにはBOOKS） 生島　典子 338 イ

10代のための資格・検定　可能性を広げる道しるべ 大泉書店編集部　編 366 ジ

福祉業界で働く　（なるにはBOOKS） 戸田　恭子 369 ト

幼稚園教諭になるには　（なるにはBOOKS） 大豆生田　啓友 376 オ

4　自然科学

固有種が教えてくれること　全3巻 今泉　忠明　監修 482 コ

救急救命士になるには　（なるにはBOOKS） 益田　美樹 498 マ

臨床工学技士になるには　（なるにはBOOKS） 岩間　靖典 498 イ

医薬品業界で働く　（なるにはBOOKS） 池田　亜希子 499 イ

薬剤師になるには　（なるにはBOOKS） 井手口　直　子編著 499 イ

分類

四中 図書館だより
本の森から 令和2年 9月号

調布市立第四中学校図書館

暑さ寒さも彼岸まで、と言われるように、朝晩ずいぶ

ん涼しくなってきました。中間考査も終わり、ほっとひと

息ついて、読書を楽しみましょう！

四中図書館では、今月も新しい本が入りました。また、

国際交流学習やＳＤＧs関連の資料も展示しています

“ほんとのであい”
表紙イラスト、カットを募集中。

用紙は四中図書館にあります。

９月３０日（水） しめきり

たくさんの応募を

新着本

周囲の目が気になって自分を抑

えてしまう、「空気」を読むことば

かり考えてしまう、ＳＮＳのやりとり

に気疲れしてしまう・・・。日本人が

陥りやすい、そんな生き苦しさがど

こからくるのかを読み解き、生きや

古来より、海の恵みを糧

に島々の間を行き来して

生活していた人々が、や

がてアジアの近隣諸国と

の貿易、ことに中国（明）

との交易により琉球王国

は栄えていく。その過程で

様々な国の人々が浮島

（那覇）に集まり、独特の

新型コロナウィルス

感染拡大防止にご協力ください！

最近、調布市では毎日のように新たな感染者

が報告されています。四中図書館でのさまざま

な対策に、あらためてご協力をお願いします。

◆手洗い、マスク着用、手指アルコール消毒

◆他の人との距離を保ちましょう。



書名 著者名

5　技術・工業

絵でわかる建物の歴史　古代エジプトから現代の超高層ビル、未来の火星基地まで エドゥアルド・アルタルリバ 520 ア

気をつけよう！ネット動画　全3巻 小寺　信良　監修 547 キ

ゲーム業界で働く　（なるにはBOOKS） 小杉　眞紀 589 コ

6　産業

漁師になるには　（なるにはBOOKS） 大浦　佳代 661 オ

7　芸術・スポーツ

おかしな生きもの写真館　野生動物ユーモア写真大賞　[二見書房] ポール・ジョインソン・ヒックス編著 748 オ

講談師・浪曲師になるには　（なるにはBOOKS） 小泉　博明 779 コ

スポーツで働く　（なるにはBOOKS） 谷　隆一 780 タ

8　言語

通訳者・通訳ガイドになるには　（なるにはBOOKS） 鑓田　浩章 801 ヤ

日本語をつかまえろ！ 飯間　浩明 810 イ

14歳からの読解力教室　生きる力を身につける　[笠間書院] 犬塚　美輪 817 イ

9　文学

★ よろず占い処　陰陽屋百ものがたり　（ポプラ文庫ピュアフル） 天野　頌子 913 ア

朔と新　[講談社] いとう　みく 913 イ

風に乗って、跳べ　太陽ときみの声 川端　裕人 913 カ

スベらない同盟 にかいどう　青 913 ニ

競歩王　[光文社] 額賀　澪 913 ヌ

都会（まち）のトム＆ソーヤ　外伝16．5　魔女が微笑む夜（YA！ENTERTAINMENT） はやみね　かおる 913 ハ

南河国物語　暴走少女、国をすくう？の巻 濱野　京子 913 ハ

十年屋　2～4 廣嶋　玲子 913 ヒ

赤の王 廣嶋　玲子 913 ヒ

活版印刷三日月堂　（ポプラ文庫） ほしお　さなえ 913 ホ

空は逃げない まはら　三桃 913 マ

★ コンビニたそがれ堂　花時計　（ポプラ文庫ピュアフル） 村山　早紀 913 ム

童話作家のおかしな毎日 富安　陽子 914 ト

兄の名は、ジェシカ　[あすなろ書房] ジョン・ボイン 933 ボ

コピーボーイ（STAMP　BOOKS）[岩波書店] ヴィンス・ヴォーター 933 ボ

アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ 933 モ

貸出禁止の本をすくえ！ アラン・グラッツ 933 グ

ぼくたちがギュンターを殺そうとした日　[徳間書店] ヘルマン・シュルツ 943 シ

おいで、アラスカ！ アンナ・ウォルツ 949 ウ

〈死に森〉の白いオオカミ グリゴーリー・ディーコフ 983 デ

E　絵本

なんだろうなんだろう ヨシタケ　シンスケ E ヨ
★印は寄贈本

分類

速度制限標識を前に立ち止まっているチー

ター、雪面をダイブするアカギツネ等、野生

動物の一瞬の姿をとらえた写真集。世界各

地で危機にさらされている動物に関心を

読解力はなぜ必

要？ どうすれば

身につけられる？

脳の働きに基づ

いて、読解力をつ

ける様々な方法を、

この本に登場する

小さい時からサムの面倒

をよくみてくれていた4歳

年上の兄ジェイソンは、

サッカー部のキャプテン

で人気者。その兄が髪を

伸ばしポニーテールにし

て、ある日「自分はサム

の姉」と宣言。幼い頃か

らの性別に関わる違和

感を家族に告白した。両

第二次世界大戦敗戦直後のドイツの

農村。ある日、少年たちは、難民の少年

ギュンターが邪魔になり、いじめてしま

う。大人たちにばれるのを恐れたリー

ダーが、「あいつを殺そう」と言い出す。

誰も表立って反対できずにいたが、主
1年前の大晦日、兄弟

二人で乗った高速バス

の事故に巻き込まれて、

兄・朔（さく）は視力を

失った。そのバスに乗る

原因をつくった弟・新

（あき）は責任を感じ、一

番大事な「走ること」を

手放した。盲学校の寮

生活を終えて戻ってきた

高校生で文学賞を受賞した主人公、

男子大学生の榛名（はるな）忍はス

ランプに陥っていた。そんな時、たま

たまテレビで競歩を見て、小説の題

材にしようと、同じ大学の陸上部で

唯一の競歩選手・八千代を取材す

る。なかなか競技の魅力を理解で

『コピーボーイ』

『ペーパーボーイ』から6年。

主人公ヴィンターは大学進学

をひかえ、地元新聞社でコ

ピーボーイとしてアルバイトし

ている。大切なスピロさんが亡

くなって、生前、遺灰をミシシッ

ピ川の河口にまく約束をして

いたヴィンターは、ひとり旅に

出る。吃音をかかえる青年が、

新聞社や行く先々の人々との


